
　皆様今晩は、若葉が光をおびるこの季節でござ
いますが日増しに暑くなっています。ご自愛くだ
さい。本日のお客様は瀧川パスト会長ゲストで本
日の卓話をお願いしていますウェイ・リーリン様、
ピアノのナカジマヨウコ様。二胡コンサート後ほ
どよろしくお願い致します。
　今週の土曜日 5月 27日阪急インターナショナ
ルで夕方 6時より 12RC の新旧会長幹事会が開催
されました。今週の会長幹事会は吹田 RCがホス
トでございました。次回は我々吹田西 RCがホス
トクラブで新しい会長幹事会が行われます。
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1659 回　 例会　平成 29年 6月 05 日
卓　　　話　　　　同好会報告　
　　　　　　　　　　野球同好会　　清水大吾　会員
　　　　　　　　　　俳句同好会　　小林　哲　会員
　　　　　　　　　　グルメ同好会　 阿部吉秀　会員
　　　　　　　　　　ゴルフ同好会　　橋本芳信　会員

卓　　　話　     各理事の一年の総括
                                     職業奉仕理事　　髙木久美子理事
                                     社会奉仕理事　　清水大吾　理事
                                     国際奉仕理事　　紙谷幸弘　理事
                                     青少年奉仕理事　杦本日出夫理事

ロータリー親睦活動月間

　例年通りのスケジュールでとり行われ、大阪東
淀ちゃやまち、大阪淀川、新大阪の IM2組に再編
成されるメンバーの人達も参加されていました。
吹田西 RCの現況紹介は私がさせていただき、閉
会の挨拶は次年度ホストクラブである我々のクラ
ブの荻田会長エレクトが行われ、会長幹事会の幕
を閉じました。
　本日はご報告が 2件ございます。　　　　　　
　1件は RI のロータリー財団 2016‒2017 年度管
理委員長カルヤン・バネルジーさんから「世界で
良いこと」続けてきた 100 年のご支援をお願いし
ますという事でメッセージが届いています。
新緑の候、皆様におかれましてはますますご活躍
のことと拝察いたします。
　100 年以上前、ロータリーは地元のニーズに取
り組む小規模な奉仕活動を始めました。今日、皆
様は世界中の地域社会で、奉仕というロータリー
の伝統を受け継ぐ 35,000 以上のクラブの一つを
率いていらっしゃいます。　　　　　　　　　　
　「世界で良いこと」を続けてきたロータリー財団
100 周年を祝い、財団 100 周年を祝い、財団への
寄付を推進するにあたり、皆さまのお力が必要で
す。年次基金やポリオプラスへのすべてのご寄付
は、3 億ドルの基金目標に加算されます。すでに
世界中のロータリアンのおかげで、大きな進展が
見られていますが、この野心的な目標を達成する
には皆様はからのご支援がかかせません。　

君が代
奉仕の理想



出席報告
●会　員　数 50名 ●来　　　客  2名
●出席会員数 40名 ●本日の出席率89.96％
●5月　8日の出席率（メーキャップ含む）100％

出席委員会　　佐藤委員長

ゲスト紹介 親睦活動委員　坂本会員

幹事報告 長屋幹事　

①本日例会終了後に、新旧合同理事会があります。

ロータリー財団委員会 堀　委員長　

　2017 年 6 月のロータリーレートは　1 ドル
=110 円と本部より連絡がありましたのでお知ら
せいたします。160 ドル＝17600 円となります。

米山記念奨学会 西村委員長

　本日、清水良寛会員より特別寄付を頂きました。
ご協力ありがとうございました。
米山奨学委員会より
本年度も残す所 1 か月となりました。これまでの
特別寄付を頂きました皆様に感謝申し上げます。
2018 年度より各ロータリークラブへの奨学生の
配当基準に「特別寄付者割合」が追加されます。
継続的に留学生を本クラブに受け入れる為、皆様
のご理解の程よろしくお願い申し上げます。

社会奉仕委員会 清水委員長

国際奉仕プロジェクト 小林委員長

・クリーンデーのご案内
今週６月１日（木）は今年度最後となります江坂
協議会主催のクリーンデーです。７ 時３０分に大
同生命ビル横の江坂公園前に集合下さい。多くの
ご参加お待ちしております。

二胡　　ウェイ・リーリン　様
ピアノ　ナカジマ　ヨウコ　様　

　財団が最も充実した、素晴らしい活動を継続し
ていけるよう、クラブ会員の意欲を鼓舞し、財団
への寄付を促していただければ幸いです。6 月 30
日までにお寄せいただいたご寄付は  100 周年の寄
付目標に加算されます。次の 100 年もロータリー
が世界で良い事を続けられるよう、皆様からのご
支援を何卒よろしくお願いいたします。心を込め
てという事でございます。  
　もう 1 件は片山ポケットパークにおける記念樹
の件について。
　吹田市水道部土木部連盟で経過報告書が届きま
した。水道部と土木部との間で協議の場を持ち今
回の事案に至った経過について問題点の抽出を行
いましたという事で、お詫びの文章が届いていま
す。回覧致しますので目を通して下さい。この件
について昨日の会長幹事会の前に水島ガバナー補
佐を中心に協議を行った結果、5RC の最終結論と
しては、平成 33 年 3 月頃の復旧についての意見
は吹田西 RC が代表して吹田市水道部土木部との
窓口になり交渉結果を後のクラブに伝えることと
なりました。また、この件を歴代の会長に引き継
ぐ事を各クラブで行うことが決まりました。
これで本日の会長挨拶と致します。

お誕生の御祝
会員
昭和 38 年　6月   1 日　　阿部　会員
昭和 26 年　6月 26 日　　佐藤　会員
昭和 15 年　6月 28 日　　郷上　会員
昭和   2 年　6月 30 日　　中堀　会員
　　　　　　　　　　　　　　　以上　4名
会員夫人
　　　　　6月 12 日　       家村 会員夫人
　　　　　6月 14 日　　   郷上 会員夫人
　　　　　6月 20 日　　   大藤 会員夫人
　　　　　　　　　　　　　　　　以上 3 名

コロンボセントラルＲＣ（ＣＣＲＣ）の
Kavinda 会長より

　今年度実施しましたプロジェクトの途中経過の報
告です



ゴルフ同好会 橋本(芳)会員

　第 4 回　吹田 5 クラブ親睦ゴルフコンペのお知
らせ

日時　平成 29年 10月 18 日（水）
場所　瀬田ゴルフコース　北コース
以上、予定です。
多くの方のご参加をお待ちしております。

瀬川ＳＡＡ

本日のニコニコ箱　　　14,000 円
累計のニコニコ箱　　1,206,975 円

●鈴木　会員　家村パスト会長　叙勲　おめでとうご
ざいます。
●大藤　会員　瀧川パスト会長、河邊パスト会長、榎
原会員土曜日はお忙しい中、誠にありがとうございま
した。
●髙木　会員　先週お休みさせて頂きました。ハワイ
の海で泳ぎました。浮輪をつけて。
●坂本　会員　結婚記念お祝いありがとうございまし
た。

１．写真 1　当該プロジェクト関連

「本文意訳」
　遅れていたプロジェクトは、設置する建物も水質
浄化装置も完成して今週の設置が予定されていまし
たが、直近の大雨により１４年ぶりの大きな災害（洪
水と地滑り＝１００人の死者と４０万人の避難）が

設置予定地区を襲ったため、６月の第２週までは延
期するべしとの連絡が海軍よりなされました。
状況が好転しオープンセレモニーの日程が決定すれ
ば改めて連絡をしますので、もし御出席いただける
なら非常な喜びとするものです。
 　大雨の災害についてはＣＣＲＣも他のＲＣと協
力して、支援金の提供と避難民のために必要な援助
を行っています（Flood 06 は援助活動中のロータ
リーの車）。
　もし貴クラブがこの災害に対する支援金や援助物
資等の提供をしていただけるのなら、当地のＲＣの
援助活動の一環として進めますので、お知らせ下さ
い。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

ＣＣＲＣ会長
Kavinda Kariyapperuma

２．写真 2-4
直近の大雨による洪水と地滑りによる被害状況



】胡二【 
　台湾嘉義市出身。国立芸術音楽専科にて董榕森・
陳裕剛・林昱庭に師事し、琵琶・ピアノ・声楽・作
曲・指揮を学ぶ。
　その後国立民族小学校・嘉義高校、嘉義商業高校・
華南商業高校にて教師を務める傍ら、楽団と音楽教
室の講師を務める。1989 年日本で「日台文化芸術
院 - 旧中華芸術院」を設立し、二胡と琵琶の指導に
あたる。また 2004 年ボランティア団体「玲子楽坊」
を立ち上げる。メンバーと共に、福祉施設・病院・
学校等でボランティア演奏活動を続けており、教育
活動と併合させる新たな試みも行っている。
2009 年より中華民国政府より「ワールド中華文化
芸術大賞」の民族音楽賞入賞。
2010年9月15日吹田市より「吹田市文化交流大使」
に任命される。
2015 年 3月台湾嘉義市より「市政顧問」に任命さ
れる。

　豪華客船での船内演奏をはじめ、宝塚歌劇団の舞
台演奏指導、各地ホテル主催のイベント、各地市民
ホールでのコンサートや学校での課外演奏活動な
ど、台湾と日本の交流を深めることに貢献している。
所属華僑団体：日本欣華会理事／在日台湾同郷会会
員／大阪中華学校教員
現在大好評の CDアルバム「海心」「風の花びら」
に続き、最新アルバム「月の華」をリリース。

二胡コンサート
　　　　魏　麗玲（ウェイ　リーリン）　様
　　　   ピアノ伴奏   ナカジマ　ヨウコ  様
　　　　　　　　　瀧川パスト会長　ゲスト

魏　麗玲（ウェイ　リーリン）
日本名：豊永　玲子
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